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２月２５日（日）開催の第１回防災対策隊研修会にて、今年度の「見回り活動」に 

ついて検討致しました。 

昨年の実施経験を生かして以下のような内容（案）となっていますが、活動する 

隊員が少ないのが大きな課題です。 

大事な取組みですので、今後活動しながら充実させていきたいと考えています。 

皆様からもご意見をお寄せください。 
 
丁目 活動ｽｹｼﾞｭｰﾙ／時間帯 活動内容 活動人員 集合場所 他活動との連動 

１丁目 

５月～１０月、第３水曜日 

・５月～９月 17:00～ 

・１０月     16:00～ 

・見回り活動、声掛け 

（独居宅訪問） 
８名 おおぞら公園 ・民生委員 

２丁目 

４月～１１月、月２回 

第２･第４土曜日 

17:00～18:00 

・見回り活動、声掛け 

（独居宅訪問） 
集合した人 

おおぞら公園 

東側 

 

３丁目 

４月～１１月、月１回 

最終土曜日 

15:00～16:00 

・災害時要援護者・ 

高齢独居宅訪問 

・防災・防犯等資料を全世帯配布 

・見回り時の声かけ(戸外の方) 

集合した人 
恵み野野球場 

トイレ前広場 
・福祉部 

４丁目 
４月～１１月、 

毎週月曜日、15:00～ 

・声掛け、安全確認 

（独居宅への安全確認） 
４名 北町内会館 

・民生委員 

・福祉部 

５丁目 
４月～１１月、月１回 

第２土曜日、16:00～ 

・タイヤ等の盗難･空巣予防 

・見回り時の声かけ(戸外の方) 

・対策隊員間の情報交換 

集合した人 北町内会館  

６丁目 
５月～１１月、月１回 

第２土曜日、17:00～ 
・チラシ作成してﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ 

（見回り活動のＰＲ版） 

４名＋ 

四役応援 
恵み野森公園  

７丁目 
４月～１１月、月１回 

第３金曜日、16:00～ 
・見回り活動（独居宅への声掛け） 

３～４名＋ 

四役応援 
対策部長宅前 ・民生委員 

 

防災対策隊 第２回研修会は、「防災資機材取扱訓練」を実施します。 
 

４月１５日(日)の防災対策隊第２回研修会は「防災資機材の取扱い・使い方訓練」を実施します。 

実際に災害が発生したことを想定し北町内会館と避難場所として指定されている旭小学校を連携させ、 

テント架設、車椅子・担架の取り扱い、発電機の使い方などの訓練を行います。 

いざとなった場合、資機材を効率よく使いこなす事がとても重要です。 多くの対策隊員の参加を要望 

するとともに、一般会員の皆さまの見学・参加を期待いたします。 

どうぞご自由に１５日(日)午後１時ごろまでに北町内会館へおこし下さい。 

防災対策隊 隊員募集中!!  
災害が起きた時の行動やその備えなどを学んでいただくために、防災対策隊を組織しています。 

現役世代の方にも無理のないよう、年６回の研修会参加が主な任務で、その際には情報提供などもさせ 

ていただいています。  難しい内容ではありませんので、一人でも多くの方の参加をお待ちしています。 

興味を持たれた方は、対策隊員や役員へお申し出下さい。 また、氏名・連絡先のメモを、北町内会館の 

ポストへ投函していただくか、ＦＡＸ（37-7800）でもＯＫです。

 

 
 

 

２０１８年 ４月 １日（第 5９号） 
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会長 渡邉 三好  
 
 先日の風呂あがり、途中から見たテレビのドキュメンタリーに釘付け。 ご覧になった方もあるかと思いますが、福井

県の創業２００年を誇る老舗の酒造会社のものがたりで、亡き父の遺志を継ぐ若き姉妹を母と祖母があと押し、女性

３代の絆を紡いで、まろやかでコクのある亡父の味を見事に再現する番組でした。 

 この中で目にウロコとなったのが、部屋に架けてある文字札の３つの言葉です。 『目が届く、手が届く、心が届く』  

 毎夜中の定時に樽中の気温を計る、杜氏相手に麹造りから醸成・仕上がりまで細心の手ほどきをする妹さん、この

情緒・熱情が和となり一滴の清酒誕生に結びつく。  

受け売りで申し訳ありませんが、私はこの３つの言葉をそのまま町内会活動の源にと思いました。 

会員ひとりひとりが犯罪・交通事故・火災などの防犯に目を配り、お年寄りからお子さんまで安否確認や声かけで

気を配り、日々の積み重ねが安心安全につながる暮らしを 「目が届く、手が届く、心が届く」 で実現させましょう。 
 
◎ 去年の秋、四つの公園に関してのアンケートについて要望した結果が届きました。 成果のある回答としては、 

① 中央公園テニスコート横の管理事務所女子用のトイレが様式に付け替えられ、４月中旬以降に使用可能。 

② 四つの公園すべての年間清掃が、これまでの３回から 1回増えて４回作業して頂くことになりました。 

詳細は、別添回覧でどうぞご覧下さい。 

◎ ひとり暮らし高齢者等除雪サービスの期間が終了。 お手伝い下さった５名の会員さんありがとうございました。  

なお、利用者が毎年増えて今期は８名の方が対象になり今後も増加が予想されます。 一人でもご協力して頂け 

る方が増えればありがたいことと思います。 

◎ 恵庭市の人事異動が発表されました。 有沢伸幸さんが島松支所長に、高橋英志さんが建設部次長に、早川 

剛志さんが学校教育課へ、渡辺一雄さんが水道部施設維持課へそれぞれ転任されました。 

◎ 学校の人事異動が発表されました。 恵み野中学校の教頭城野文久先生が、江別市西部中学校校長に栄転。  

かわりに、千歳市千歳中学校教頭の藤村哲子先生が教頭として赴任されます。 
 

リーダー 山田 利喜夫 
 
 きびしい寒さが長くつづいた今年の冬でしたが、やっと列島全体に春の光とぬくもりがあいさつに来てくれ

ました。 嬉しいことに、４月から６月までは全国的に気温は高めというおみやげつきです。 

 お彼岸が過ぎて、桜前線も一気に北上開始。 恵庭までは少し間がありますが、春花やお庭の手入れ、家庭菜

園のプラン作りなど本物の春を先取りするワクワクでときめく毎日ではないでしょうか。 

どうぞ「健幸」な日々をお過ごし下さい。 
 
◇ ４月のシネマサロン第７０回例会は「モロッコ」。 ４月２１日(土)午後１時から北町内会館。 

  灼熱の砂漠に消えた恋。 ゲーリー・クーパーの外人部隊兵士とマレーネ・デートリッヒ 

の酒場の歌手が織りなす歴史的な名場面。 第４回アカデミー賞主演女優賞・監督賞・ 

撮影賞受賞の名作。 日本語初のスーパーインポーズ作品。 どうぞお出かけ下さい。 
 
＜今月の朗報＞ 

☺ 恵庭市とニュージーランド ティマル市が姉妹都市１０周年の今年、恒例の青少年国際 

交流派遣代表３人の１人に植田帆海さん(７丁目、恵み野中２年)が選ばれ、３週間の日程 

で現地を訪れ友好を深めています。 来月の広報誌「絆」で、植田さんのおみやげ話を紹介したいと思います。 

☺ 恵庭市スポーツ少年団の表彰が行われ、片山蒼一郎さん(２丁目、旭小６年)が恵み野ミニバスケットで、仁田 

瑛介さん(１丁目、旭小６年)が野球の恵み野ロイヤルズでの活躍で、ともに優良賞を受賞。 

☺ 恵庭市老人クラブ連合会の第１２回市長杯ボウリング大会で、本間孝一さん(７丁目)が６位に、中尾國雄さん 

(７丁目)が８位に入賞でした。 

☺ １丁目と６丁目の会員さんから、マンガ本・辞典・文庫本など併せて約３８０冊、書架も１架寄贈いただきました。  

また、５丁目の会員さんからもペットボトルのキャップを沢山頂きました 

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 北の夢文庫「みんなの図書館」  ４月の開館日時（都合でお休みする日もあります。）   
 

   １日(日)、４日(水)、７日(土)、８日(日)、１１日(水)、１４日(土)、 

１８日(水)、２２日(日)、２４日(水)、２８日(土) 、２９日(日)  開館時間：午後１時～４時 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 

目が届く、手が届く、心が届く ・・・ そんな北町内会を！ 

ネットワーク夢だより 
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４月から恵み野旭小学校に入学される新１年生は６７名で、北町内会からは男女各１０名の計２０名（昨年度は 

３０名）です。 

６日(金)の入学式には、渡邉会長・山田総務副部長・塩野青少年育成部長が出席させていただきます。 

また、入学のお祝い品を３月３１日から順次お届けしています。 どうぞ楽しみに。 

  ❀ １丁目  男子１名      ❀ ２丁目  男子３名、女子１名  

  ❀ ３丁目  女子１名      ❀ ４丁目  男子１名、女子１名  

  ❀ ５丁目  男子１名、女子５名  ❀ ６丁目  男子３名、女子２名  

  ❀ ７丁目  男子１名  

 

 

 

平成２９年度の「集団資源回収」の集計がまとまりましたので、報告いたします。 

残念ながら、前年度より１１４，３９０円の大幅減収となりました。 皆様のより一層のご協力をお願いします。 
 

◎総見込額（回収額＋奨励金）     ６５８，９６１円 ＜前年実績 ７７３，３５１円＞ １４．７９％DOWN 

 ・資源回収見込額          ３５２，５６１円 ＜前年実績 ４１１，３５１円＞ １４．２９％DOWN 

 ・市からの年間奨励金(予定)   ３０６，４００円 ＜前年実績 ３６２，０００円＞ １５．３６％DOWN  

 

 

「集団資源回収」ご協力のお願い    -環境衛生部- 

４月は    １８日(水) ⇒ 北６・７丁目  １９日(木) ⇒ 北１・２丁目 

 ２０日(金) ⇒ 北３・４・５丁目    ⁃⁃⁃ ９時までにお出し下さい。⁃⁃⁃ 

回収品目  紙製容器包装類・新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック・空瓶・古着・アルミ缶 
 

※ 詳しくは、お配りしたチラシ（ホームページにも掲載）をご覧ください。 
 

　○平成２９年　上期資源回収状況　（２９.４ ～ ２９.９）

新 聞 紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　　計 新聞紙等 合　　計

上期計 131,240 7,220 27,270 1,200 417 4,800 2,910 175,057 47,057.3 49,127.3

　＊市からの上期奨励金　153,500円　< 新聞紙類47,057.3㎏×3円、雑紙2070㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　○平成２９年　下期資源回収状況　（２９ .１０ ～ ３０ .３）

新聞紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　計 新聞紙等 合　計

１０月 24,920 900 3,960 250 81 1,000 450 31,561 8,268.9 8,738.9
１１月 20,600 800 4,290 350 90 600 30 26,760 7,111.0 7,361.0
１２月 26,080 1,020 5,370 250 87 800 600 34,207 9,130.3 9,480.3
１ 月 21,920 980 5,340 300 87 700 240 29,567 7,945.3 8,275.3
２ 月 19,640 1,320 3,570 250 87 900 210 25,977 6,945.3 7,135.3
３ 月 22,240 1,480 4,470 200 222 700 120 29,432 7,956.8 8,186.8

下期計 135,400 6,500 27,000 1,600 654 4,700 1,650 177,504 47,357.6 49,177.6
年 計 266,640 13,720 54,270 2,800 1,071 9,500 4,560 352,561 94,414.9 98,304.9

　＊市からの下期奨励金（予定）　152,900円 <新聞紙類47,357.6㎏×3円、雑紙1,820㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　 <参考> 平成２８年 資源回収状況　

新聞紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　計 新聞紙等 合　計

上期計 158,960 10,300 28,470 1,660 609 3,045 5,700 208,744 56,154.1 59,184.1
下期計 155,120 8,080 29,010 1,625 732 6,000 2,040 202,607 53,965.8 56,225.8
年 計 314,080 18,380 57,480 3,285 1,341 9,045 7,740 411,351 110,119.9 115,409.9

　＊市からの年間奨励金　362,000円　<上期 186,600円 ・下期 175,400円 >

3,030
2,260
5,290

1,820

3,890

期別
金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　 量 (㎏)

雑 紙

470

250

350

330

190

230

月
金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　 量 (㎏)

雑 紙

金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　　 量 (㎏)
雑 紙

2,070

平成２９年度 資源回収状況報告 -会計部- 

文化厚生部より お知らせ 
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春の町内一斉清掃を ５月２０日（日）午前７時から 

（雨天の場合は５月２７日（日）午前７時から）行い 

ますので、町内の環境美化推進のため、皆様のご協力 

をよろしくお願い致します。 

また「フラワーロード事業」として、「春の町内一斉 

清掃」終了後、恵み野５号線・島松線への花植えを、 

多くの会員の皆様と一緒に行いたいと思います。  

実施範囲を広げて、より多くの会員の皆様が楽しめ 

るように計画しました。 

集合場所・実施要領及び除草・植樹の詳細は、５月 

の回覧でお知らせ致します。 

環境衛生部長 北上 慎 

副部長 後藤 昇 
 
◎ 今月の町内会の動き 
 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

4/ 1（日） 回覧板「北町内会だより」４月号発行   

/ 3（火）18:00~ 恵み野花協幹事会 きゃろっと 会長 

 / 6（金）10:30~ 

13:30~ 

 / 6（金）～ 15（日） 

恵み野旭小学校入学式 

恵み野中学校入学式 

春の全国交通安全運動 

恵み野旭小学校 

恵み野中学校 

市内各所 

会長、山田、塩野 

会長、恩田 

防犯交通部 

/ 7（土）11:00~ 交通事故抑止市民大会 市民会館 会長、岩井 

 /10（火） 9:30~ 北むつみ会定期総会、懇親会 恵み野憩の家 会長 

/11（水）16:00~ 恵み野町連第１回会長・総務部長会議 西町内会館 会長、本間 

/15（日）13:00~ 防災対策隊第２回研修会 北町内会館、恵み野旭小 防災対策隊 

/17（火）17:30~ 恵み野花協役員会、定期総会、懇親会 レストラン宙 会長 

/18 (水) ~ 20 (金) 

/18 (水）18:30~ 

集団資源回収日 

４月度総務部会 

北町内全域 

北町内会館 

環境衛生部 

総務部 

/21（土） 9:00~ 

         13:00~ 

北･東合同「春の子どもレク」 

第 70回シネマサロン「モロッコ」鑑賞 

旭小学校体育館 

北町内会館 

青少年育成部 

ネットワーク夢 

/23（月）18:30~ ４月度四役会議 北町内会館 四役 

 

◎ 新会員のご紹介      久保加寿子様 2 月 14 日入会   北 4 丁目 

 早坂 龍治 様 3 月 10 日入会   北 5 丁目 

 眞壁 光成 様 3 月 10 日入会   北 5 丁目 

 長迫 一憲 様 3 月 11 日入会   北 5 丁目 

 今野  敦 様 3 月 11 日入会   北 5 丁目 

              柴中登司騎様 3 月 19 日入会   北 3 丁目  
◎ お悔やみ申し上げます  梅原 将司 様 3 月 11 日ご逝去 80歳  北 1 丁目 

 谷川 健一 様 3 月 14 日ご逝去  82歳  北 2 丁目 
 
 

◎ 北町内会のあれこれ、意見・主張、子育て・介護の経験談、生徒・児童の活躍等を募集。 

◎ 原稿は、氏名・連絡先を記載して、北町内会館のポストへお願いします。 

◎ 北会館にはＦＡＸがあります（３７－７８００）。 ご利用下さい。   ( 編集担当 平山 ) 

春の町内一斉清掃・フラワーロード事業の実施について -環境衛生部- 

編集部 
からの 
お願い 

 


